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（１） 地域福祉文化部会 

地域福祉、文化教育をテーマとする 

民生委員会 

ネットワーク委員会 

NPO法人緑・ふれあいの家 

（緑地域活動協議会） 

理事長 久木 勝三 

広報委員会 

大阪市鶴見区緑 3-3-3 

電話（06) 6915-6333 

 

これまで発行してまいりました広報紙と地域広

報を一本化し自由度を持たせ、出来るだけ旬な

情報をお届けするべく発行方法を変更致しまし

た。タイトル“verde(ベルデ)”とはスペイン語

で“緑”の意味。口にしやすい名称とし、皆様

に愛される広報紙を目指して参ります。 

 

5月 31日、緑福祉会館にて「NPO法人 

緑・ふれあいの家・第 3 回定時総会」が

開催され、平成 25年度事業内容と決算報

告に続き、平成 26年度事業計画、予算（案）

が全会一致で承認されました。 

ふれあいの家の事業計画は、①高齢者食事

サービス、②青色防犯パトロール、③日曜

ふれあい喫茶、④いきいき教室、⑤緑いど

ばたクラブ、⑥緑のふれあい市、⑦緑・桜

まつり、⑧緑納涼盆踊り大会、⑨大運動会

（運動会は代替事業を企画）と、緑地域の

皆さまにお届けできるサービスの大枠が

定まりました。今後、これらの事業を軸に

特定非営利法人の運営・活動をしていくこ

ととなります。 

この中でも、25年度決算額・26年度予算

額の大きい「児童いきいき放課後事業」

は みどり小学校だけでなく、鶴見・焼野

を含む 3校のいきいき教室を昨年 12月か

ら運営・管理しており、NPO法人 緑・

ふれあいの家の一大事業となっておりま

す。地域の“寺子屋”として～子が育ち、

親が育つ場所づくり～をテーマに掲げ、

子ども達をただ預かるだけではなく、屋

内外問わず様々な学習や体験をさせ、子

ども達の多岐にわたる可能性を伸ばすた

めに努めております。 

本紙ならびに HP では今後も事業やイベ

ントの日程・場所をお知らせ致します。

奮ってご参加、ご利用下さい。 

 

 

Verde 

平成 25年度決算報告書・財産目録・平成 26年度事業計画・予算書の各詳細をお求めの方は、「NPO法人 緑・ふれあいの家 事務局」まで。 

また、当法人 WEBサイト  http://midorihureainoie.jimdo.com  の“お知らせ”コーナーからのダウンロードも可能です。 
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青少年指導員（以下青指） 活字にするとすごくお堅い印象を受けま

すが中身はかなり柔らかい団体です。 

青少年を指導するというより一緒に楽しむ、青少年をダシにして自分

達が楽しむ、楽しくなければボランティアじゃない をモットーにし

ているにぎやかな団体です。 

＜主な行事＞ 

鶴見区行事 

成人式 実は我々青指が企画から入ってるんです。 

区民祭り（お化け屋敷）最初照れますが気が付けば皆ハマってます。 

キャンプ（自由参加） 小学生数十人を連れて夜は大人が大騒ぎ。 

ｷｯｸﾍﾞｰｽ・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会 中学生の大会です、見てると熱くなります。 

緑地域行事 

盆踊り（イカ焼き）1 度は食べたでしょ？ 裏方も祭りです（笑） 

夜回り（月１回）その後は恒例の反省会、もちろん自由参加！！ 

さくら祭り・たこ揚げ大会は他の団体と一緒にお手伝い。 

子ども会さんの餅つき大会みんなでワイワイと手伝ってたりします。 

大阪市から委嘱され小・中学生を中心に青少年の活躍の場を提供する

のが青指の役目。実はカッコいい団体なのです（笑）。 

                   緑校下代表 三野克則 

青少年福祉委員とは、人間尊重の精神にのっとり青少年指導員の活動を側

面的に援助するとともに、青少年問題に関する世論の啓発と青少年をとり

まく社会環境の浄化ならびに整備促進をはかる活動をするために区長が推

薦・市長から委嘱された団体です。 

なんて書くとちょっと硬い感じですね。 

では、実際に鶴見区青福は何をしているかを大まかに書き出しますと、 

①青少年を取り巻く環境の調査や浄化活動。 

②地域内の路上違反広告物の撤去活動。 

③リレージョギング大会などの運営 

④団体として区内各種行事への参加など… 

特に③のリレージョギング大会（毎年１月中旬開催）の参加者は小学生か

ら高齢者までと年齢層も幅広く大変盛り上がっています。 

また、緑地域内では防犯夜回り・盆踊りのダーツ・その他の行事での売店

や餅つき手伝い・運動会では入場門で整理引率などいろいろやっているわ

けですが、他団体との仲も非常に良好でいつも笑いが絶えない仲間の集ま

りです。「地域活動は仲良く楽しく♪」をモットーに紺色帽子の団体は頑張

っています！                緑校下代表 宗廣哲明 

練 習 日 ：毎週火曜日・金曜日 

練習場所 ：緑中学校体育館 

練習時間 ：午後 8 時～午後 10 時頃まで 

是非、見学・ご参加お待ちしております!！ 

この度 緑ＮＰＯ・緑女性会の援助を受け約 10 年ぶりに

新しいユニフォームを作ることが出来ました。約 35 年前

に発足し、一丸となって楽しく又厳しく頑張ってきまし

たが、メンバー不足に直面しており大々的にメンバー募

集しております。若い皆々様―。人生においても経験豊

かなメンバーと共に楽しい汗をかきませんか？ 

お問い合わせは緑ふれあいの家まで  ☎ 6915-6333 
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平成 23 年８月にスポーツ基本法が施行され、「体育指導員」か

ら「スポーツ推進委員」へと移行されました。スポーツとは、人

と人との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の一体感や

活力を醸成するものであり、人間関係の希薄化等の問題を抱える

地域社会の再生に寄与するものである。（同法前文より抜粋）と

あり、基本計画で地域社会の再生に貢献するため、住民が主体的

に参画する地域のスポーツ環境を整備すると謳っています。     

「する」「観る」スポーツに「支える」が加わり、スポーツ推進

委員に連絡調整等の職務が新たに追加されました。私たち推進委

員は大阪市教育委員会より委嘱され、大阪マラソン、大阪女子マ

ラソン、大阪ウォーク等で沿道警備などに従事しています。また、

地域スポーツの発展に寄与すべく鶴見区においてオータムチャ

レンジウォーキング等を開催しています。推進委員の資質向上や

意識改革の求めに応じ、年３～４回の研修会に参加しています。 

                 緑校下代表 福岡隆二 

鶴見区体育厚生協会 通称「体協」とは、区内 12校下 10～

25名で全約 180 名、緑校下においては 7 町会 13名の体協委

員と大阪市スポーツ推進委員会 通称「スポ進」の校下 3 名

からなる団体です。 

主な活動内容は、鶴見区長の特命により、大阪市長杯などの

スポーツ大会に派遣するチーム、選手を選出する為の予選会

を開催しています。鶴見区体協独自の事業として、区民ソフ

トボール大会、区民ハイキング、区民パークゴルフ大会、区

民ファミリースキー、区民グラウンドゴルフ大会等、区民の

皆さんの体力づくり、親睦等を目的とした事業を区役所と協

力しながら、共に企画・運営しています。 

また緑地域での活動は月 1回地域内の夜警、盆踊り、区民祭

り、運動会等の準備・運営などを他の団体と協力しながら行

っています。 

現在緑地域の構成員は、30 代～70 代と他の団体と比べても

年齢層の幅が広く特技・職業も様々で、一生懸命汗を流しお

いしくお酒を飲むために、日々和気藹々と活動しています。 

               緑校下代表 加治佐和文 

 

場所 みどり小学校体育館 

6月 21日 (土）13時半  大人・子ども 

6月 28日 (土）13時半  大人・子ども 

6月 30日 (月）19時    大人 

7月 5日 (土）13時半  大人・子ども 

7月 7日  (月）19時    大人 

7月 12日 (土）13時半  大人・子ども 

7月 14日 (月）19時    大人・子ども 

 

  

写真撮影担当…3 名 行事等の写真撮り。出来る時だけで OK！  

編集作業担当…3 名 パソコン得意な方、興味のある方。 

広報委員会では編集や撮影を手伝っていただける方（少しだけでも OK

ですよ♪）を募集しています。 

お問い合わせは、緑・ふれあいの家まで。 

☎6915-6333 または、E-mail にて 

midori.hureainoie@gmail.com 
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 開催日    行事（事業）名  開催場所 

毎週日曜日 ふれあい喫茶 緑ふれあいの家 

毎週水曜日 子ども見守り隊 通学路要所 

毎週木曜日 緑ふれあいランチサービス 緑ふれあいの家 

毎月第２日曜日 緑・ふれあい市 緑ふれあいの家 

毎月第３火曜日 囲碁、将棋の会 緑ふれあいの家 

毎月第３木曜日 子育てサロン 緑福祉会館 

毎月第４木曜日 ステップ教室、介護予防事業 緑ふれあいの家 

偶数月第２土曜日 緑・いどばたクラブ 緑ふれあいの家 

奇数月第４日曜日 地域一斉清掃活動 緑地域全域 

適時 地域防犯パトロール 緑地域全域 

6/29（日） 9:00～ ママさんバレーボール大会 鶴見スポーツセンター 

7/6（日） 13：00～ 青少年健全育成鶴見区民大会 鶴見区民センター 

7/12（土） 9：00～ ふれあいキャンプ（一泊２日） 福井県越前市 

7/13（日） 9：00～ 鶴見オープンバトミントン大会 鶴見スポーツセンター 

7/19・20 19：00～ 緑・納涼盆おどり大会 鶴見緑地多目的広場 

7/21～7/31 6：30～ ラジオ体操 鶴見緑地多目的広場 

 7/27（日） 9：00～ 鶴見卓球大会（夏季大会） 鶴見スポーツセンター 

8/3（日） 9：00～ 第 10回 4区親善バレーボール大会 鶴見スポーツセンター 

8/17（日） 9：00～ 市長杯予選ソフトバレー大会(女子) 鶴見スポーツセンター 

8/24（日）  区制 40周年記念スポーツフェス 鶴見緑地 

8/24(日)  9:00～ 鶴見区中学生親善ソフト・キック 茨田中学校 

【新任町会長のご紹介】 

石川 泓  （1北町会） 

小藪 文夫 （3西町会） 

岩間 一夫 （４町会） 

【事業名称変更のお知らせ】 

「高齢者食事サービス」は「緑

ふれあいランチサービス」に

名称変更となりました。 

NPO 法人緑・ふれあいの家ホームページ http://midorihureainoie.jimdo.com/ 
フェイスブック・ブログもあります。「ＮＰＯ法人緑・ふれあいの家」で検索していただくか、ホームページからご覧ください。 

 

平成 24年 11月に創刊号が発行され

て、1 年と 7 ケ月が経過しました。

この間が、早かったのか遅かったの

か…考えずにはいられない昨今で

す。創刊時の信念を持って、地域に

密着した情報の収集や発信を適時に

実行できたのか、実はその事が心配

で原因もそこに有るのかもしれませ

ん。身内弁護となりますが、「少ない

人数でしかも仕事帰りの疲れた中、

隔週集合のハードな検討会と、よく

ここまで来たものだ」との思いもあ

ります。勝手論ですが、広報活動に

対しては、使命感を持っているから

出来ているのかな  ?そうは申して

も、読者の皆様には、私達の「至ら

なさ」や「不甲斐なさ」が身にしみ

ているかも知れません。今では、皆

さまから適時に届く、厳しい指摘や

誤記などの引喩、内容に対するご意

見など、その一つ一つが、私達の取

り組みへの励みとなっております。

広報委員は独立した組織として、住

みやすい地域の確立、「地域の公平 

性や透明感」などの情報を 地域に

解り易く正確に広報しなければなり

ません。こうした活動の原動力は、

地域の皆様が関心を持っていただく

ことに尽きる事を改めて申し添え、

これからも「辛口のご支援」宜しく

お願いします。  

広報委員会相談役 久木 勝三 

開開催催ににかかけけるる思思いい：： 

緑緑のの愛想（あいそ）の達人達が心心をを込込めめてて創創りりああげげるるシシンンボボルルイイベベンントト＝＝  

緑緑・・納納涼涼盆盆踊踊りり大大会会がが今今年年もも開開催催さされれまま～～すす！！ 

地地域域のの老老若若男男女女、、全全ててのの年年代代層層がが集集いい、、唄唄いい・・おおどどるる愛愛想想のの連連鎖鎖。。模模擬擬店店でではは

楽楽ししいい会会話話とと共共にに舌舌づづつつみみ。。  ここれれここそそがが、、「「我我がが街街はは紡紡ぐぐ心心でで織織りりななすす““緑緑””」」

のの「「愛愛想想のの達達人人」」たたちちがが、、創創りりああげげるる緑緑・・納納涼涼盆盆おおどどりり大大会会でですす。。  

皆皆様様、、おお楽楽ししみみにに～～！！。。 

 

【廃品回収にご協力ください】 

古紙・一部資源ゴミ等、町会単位

で廃品回収を行っております。捨

てればゴミ、集めれば資源です。

日時・対象品目などのお問い合わ

せは各町会へお願いします。 

【掲載記事案募集】 

本紙に載せて欲しい記事・テーマ

などがございましたら、緑ふれあ

いの家までお願いします。 

日日  時時：：平平成成２２６６年年 77 月月 1199 日日（（土土））＆＆2200 日日（（日日）） 

  黄黄昏昏ととととももにに模模擬擬店店ががオオーーププンン 

  1199 時時かからら「「若若井井ぼぼんん師師匠匠」」のの司司会会でで踊踊りりががススタターートト 

  おお馴馴染染みみののレレゲゲエエ調調河河内内音音頭頭はは感感動動もものの！！！！ 

場場  所所：：緑緑地地多多目目的的広広場場 
 


